小規模事業者持続化補助金

№
１

コロナ特別対応型

頁

旧

表紙 右上

第１版

公募要領 新旧対照表

４月 28 日送付分
２０２０年４月２８

旧

４月 30 日送付分

新

５月 21 日送付分

第 2 版 ２０２０年５月１日

第 3 版：2020 年 5 月 22 日

第１回受付締切：２０２０年 ５

「第１回受付締切：２０２０年

日
２

表紙 上段

月１５日（金）
［郵送：必着］※ご ５月１５日（金）
［郵送：必着］
注意ください。

終了

第２回受付締切：２０２０年６月 第２回受付締切：２０２０年
５日（金） ［郵送：必着］ ※第 ６月５日（金）
［郵送：必着］ご
２回受付締切以降も、複数回の締 注意ください。
切を設ける予定であり、締切日は 第３回受付締切：２０２０年
決定次第公表予定

８月７日（金）[郵送：必着]※
第４回受付締切：２０２０年１
０月２日（金）[郵送：必着]※
※第３回受付締切以降の申請に
ついては、６月３日１５時以降
公開予定の申請様式をお使いく
ださい。
」に変更

３

表紙 中段

電子申請（現在準備中）

「電子申請（６月中旬以降）」に
変更

４

表紙 中段

※本事業の電子申請に際しては、 「※本事業の電子申請に際して
補助金申請システム（名称：Ｊグ は、補助金申請システム（名称：
ランツ）が利用できます。【現在 Ｊグランツ）が利用できます。
準備中】

５

表紙 中段

【６月中旬以降】
」に変更
「◇上記Ａ~Ｃの取組に加え
て、感染拡大防止の取組（事業
再開枠）を行う場合は、その取
組も支援いたします。
詳細は、別冊「事業再開枠

申

請の手引き」をご確認くださ
い。」を追加
６

表紙 下欄

７

P２ 上段

２０２０年４月

２０２０年５月
「その計画に沿って地道な販路

「その計画に沿って地道な販路

開拓等に取り組む費用の２／３ 開拓等に取り組む費用の２／３
を補助します。補助上限額：１０ または３／４を補助します。補
０万円（注５、注６）。」

助上限額：１００万円（注５、
注６）
。
さらに、業種ごとのガイドラ
インに基づいた感染拡大防止の
取組（事業再開枠）を行う場合

は、定額補助・上限５０万円を
上乗せいたします。
」に変更
８

P２ 中段

「（注５）別紙（１）「補助率等
の相違点について」をご参照く
ださい。
」を追加

９

P２ 下段

「補助上限額が２００万円～１， 「補助上限額が２００万円～
0００万円となります」

１，５００万円となります」に
変更

10

P２ 下段

第１回：2020 年 5 月 15 日（金） 「第１回：2020 年 5 月 15 日
第２回：2020 年 6 月 5 日（金）

（金）終了 第２回：2020 年 6
月 5 日（金）第３回：2020 年 8
月 7 日（金） 第４回：2020 年
10 月 2 日（金）
」に変更

11

P6、P7、P50(旧４月 30 日送

貸借対照表および活動報告書

付分)→P51(新５月 21 日送付

「 貸借対 照表お よび活動 計算
書」に変更

分)
12

13

P８ 様式１ ２

記載無し

共同申請者の記載欄に、「主たる

共同申請者の「主たる業種」
、

業種」と「従業員数」の記載欄追

「従業員数」

加

P10 様式２ 最上段

第２回～第４回受付締切分に
応募の場合のみ

第２回受付締切分に応募の場合
のみ
（及び欄内の記載内容修正）

14

P12 . P14(旧４月 30 日送付

表を分割

分)→P16(新５月 21 日送付
分) ＜支出経費の明細等＞
15

P24( 旧 ４ 月 30 日 送 付

「・非対面型・非接触型の接客

分)→P26(新５月 21 日送付

に移行するために行うキャッシ

分)

ュレス決済端末の導入

【「Ｂ：非対面型ビジネ

スモデルへの転換」の取組事

・デリバリーを開始するための

例イメージ】

設備投資（宅配用バイク等）」を
追加

16

P30

Ｐ４２

P３６

対象とならない経費の参照先
ページ数
17

P２６、３５「業務効率化」

「業務効率化」の文字を削除

18

P３７(旧４月 30 日送付分)→

補助対象経費の３分の２以内

「 [コロナ特別対応型Ａ類型]

P３９(新５月 21 日送付分)

補助対象経費の３分の２以内

５．補助率等 表上段

[コロナ特別対応型Ｂ・Ｃ類型]
補助対象経費の４分の３以内」
に変更

19

P３７(旧４月 30 日送付分)→

「第１回受付締切：２０２０年

P３９(新５月 21 日送付分)

５月１５日（金）
［郵送：必着］※ 年

６．申請手続

ご注意ください。
第２回受付締切：

「
「第１回受付締切： ２０２０
５月１５日（金）
［郵送：必

着］終了
２０２０年 第２回受付締切：

６月 ５日（金）［郵送：必着］

２０２０年

６月 ５日（金）
［郵送：必着］
ご注意ください。

第３回受付締切：

２０２０年

８月 ７日（金）[郵送：必着]
第４回受付締切：

２０２０年

１０月 ２日（金）[郵送：必着]」
に変更
20

21

P３８(旧４月 30 日送付分)→

※本事業の電子申請に際しては、 「※本事業の電子申請に際して

P４０(新５月 21 日送付分)

補助金申請システム（名称：Ｊグ は、補助金申請システム（名称：

６．申請手続

ランツ）が利用できます。【現在 Ｊグランツ）が利用できます。
準備中】

【６月中旬予定】
」に変更

P３８(旧４月 30 日送付分)→

◇申請書類は、郵送または電子申

「◇申請書類は、郵送または電

P４０(新５月 21 日送付分)

請（現在準備中）によりご提出く 子申請（６月中旬予定）により

（２）日本商工会議所（補助

ださい（持参は受け付けません）。 ご提出ください（持参は受け付

金事務局）への申請書の郵送

けません）。
」に変更

による提出先・問い合わせ先
22

P４０(旧４月 30 日送付分)→

「第３回受付締切分

P４２(新５月 21 日送付分)

事業実施期間：交付決定日（※

6．申請手続

２０２０年２月１８日まで遡及
可能）から実施期限（２０２１
年５月３１日（月）
）まで
補助事業実績報告書提出期限：
２０２１年６月１０日（木）
第４回受付締切分
事業実施期間：交付決定日（※

２０２０年２月１８日まで遡及
可能）から実施期限（２０２１
年７月３１日（土）
）まで
補助事業実績報告書提出期限：
２０２１年８月１０日（火）
※事業再開枠の対象経費につい
ては、５月１４日までの遡及と
なります。
」を追加。
23

P５４

別紙を追加

